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研究成果の概要（和文）：アポトーシス細胞において、カスパーゼ依存性に切断され残った53BP1断片が、アポトーシ
ス細胞表層に露出することを明らかにした。53BP1が、マクロファージに対するfind-me signalやeat-me-signalとして
働く可能性が示唆された。一方、53BP1の発現を抑制すると、X線照射後のp53標的遺伝子の転写が抑制された。しかし
、53BP1発現抑制は、プロモーター領域へのp53結合に影響を与えなかった。53BP1は、プロモーター領域に結合したp53
に起こる何らかの修飾を制御することで、p53の転写活性化能を制御している可能性が示唆された。

研究成果の概要（英文）：p53 binding protein-1 (53BP1) facilitates non-homologous end joining repair of DNA
 double-strand breaks. In this study, we examined functional interaction between 53BP1 and p53 in apoptoti
c cells. We found that 53BP1 is cleaved into a fragment of 53BP1 in a caspase-dependent manner. 53BP1 clea
vage is observed in both cells with wild-type and mutant p53. Some of the 53BP1 fragments are localized on
 the surface of apoptotic cells, suggesting a role of 53BP1 in elimination of apoptotic cells by a macroph
age. Downregulation of 53BP1 reduces transcription of several p53 target genes. However, binding of p53 on
 the promoter in these genes is not affected by 53BP1 downregulation, suggesting that 53BP1 regulates tran
scriptional activity of p53 by regulating modification of p53 on the promoter in the target genes.
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１．研究開始当初の背景 
 53BP1 は、癌抑制蛋白質 p53 と結合する蛋
白質として見出された。転写因子として機能
するp53は、様々な細胞ストレスに応答して、
細胞周期停止、細胞老化あるいはアポトーシ
スを引き起こすことが知られている。53BP1
は、ヌクレオソームとの結合を介して DNA 二
重鎖切断部位に集積することで、相同組み換
えによる修復を抑制し、非相同末端結合によ
る修復を促進することが明らかになってき
た。53BP1とp53との機能的関連については、
53BP1 が p53 の転写活性化能を亢進させると
の報告があるものの、いまだ不明な点が多い。
また、53BP1 のアポトーシスにおける機能に
ついての報告は少ない。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、特に 53BP1 と p53 との機能的な
関連に着目しながら、アポトーシスにおける
53BP1 の機能を明らかにすることを目的とし
た。 
 
３．研究の方法 
（１）アポトーシス細胞の調製 
 ヒト T リンパ球由来白血病細胞株 Molt-4
（p53 は野生型）あるいは Jurkat（p53 は変
異型）に、X 線照射あるいはプロテインキナ
ーゼC阻害剤スタウロスポリン処理を行いア
ポトーシスを誘導した。 
 
（２）アポトーシス細胞における 53BP1 の検
出 
アポトーシス誘導後の細胞から細胞溶解

液を抽出し、53BP1N 末あるいは C末に対する
抗体を用いたウェスタンブロット法で、
53BP1 の切断を検出した。細胞内の 53BP1 の
局在は、細胞を固定し膜透過処理を行った後
に免疫蛍光染色法で調べた。細胞表層の
53BP1、ヒストン、DNA は、細胞を固定後、膜
透過処理を行わずに、免疫蛍光染色法で検出
した。 
 
（３）p53 転写活性化能の解析 
 野生型 p53 をもつヒト骨肉腫細胞株 U2OS
に、Control siRNA あるいは 53BP1 に対する
siRNAを取り込ませ、その後X線照射を行い、
照射前および照射後継時的に細胞溶解液、
total RNA 液を調整した。p21、Bax、Puma そ
れぞれの蛋白量をウェスタンブロット法で、
mRNA 量を RT-PCR 法で調べた。X 線照射前後
の細胞からクロマチン分画を抽出し、p53、
53BP1 それぞれに対する抗体を用いたクロマ
チン免疫沈降法を行い、p21、Puma、Bax それ
ぞれの遺伝子プロモーター領域に結合する
p53、53BP1 の量を調べた。 
 
（４）細胞周期解析 
 X 線照射前後の U2OS 細胞を propidium- 
iodide で染色し、細胞周期分布を FACS 法で
解析した。 

４．研究成果 
（１）アポトーシス細胞における 53BP1 の切
断 
 Molt4 細胞に X 線照射を行い DNA 二重鎖
切断を発生させると、当初 53BP1 は DNA 二
重鎖切断部位に集積し foci を形成した。そ
の後アポトーシス細胞の出現にともない
53BP1 は、カスパーゼにより切断され、ヌ
クレオソーム結合ドメイン Tudor と p53 結合
ドメイン BRCT を含む C 末断片化されること
を見出した。この現象は、Jurkat 細胞をス
タウロスポリン処理することで誘導される
DNA 損傷非依存性アポトーシスにおいても
みられたことから、アポトーシスの誘導因
子や p53 変異の有無とは無関係に、カスパ
ーゼの活性化に伴い出現する現象であるこ
とが示唆された。 
 
（２）アポトーシス細胞における 53BP1C 末
断片の局在 
 アポトーシス細胞で出現した 53BP1C 末断
片は、核内に均一に存在するが、アポトーシ
スのステージが進行するのに伴い、核内から
細胞質に移行した。さらに 53BP1C 末断片の
一部は、細胞質から細胞膜へと移行し、細胞
表層に露出することが明らかになった。アポ
トーシス細胞の表層には、二本鎖 DNA 断片や
各種ヒストンが露出し、これらがマクロファ
ージによるアポトーシス細胞の貪食におい
て、マクロファージに対する find-me-signal
あるいはeat-me-signalとなることが知られ
ている。細胞表層に露出した 53BP1C 末断片
の一部は、二本鎖 DNA 断片や各種ヒストンと
細胞表層で共局在した。これらの結果から
53BP1 も 、 マ ク ロ フ ァ ー ジ に 対 す る
find-me-signalやeat-me-signalとして働く
可能性が示唆された。 
 
（３）53BP1 による p53 転写活性化能の亢進 
siRNAを用いて53BP1の発現を抑制すると、

X線照射後の細胞周期G1停止において中心的
な役割を果たしているp21蛋白質の増加が強
く抑制され、アポトーシス誘導において重要
な役割を果たしている Bax、Puma 蛋白質につ
いても増加の遅延がみられた。X 線照射後の
p21 蛋白質増加が抑制される現象に合致して、
53BP1発現抑制細胞ではX線照射後のG1期停
止が障害されていた。さらに 53BP1 発現抑制
により、X線照射後の p21、Bax、Puma それぞ
れの mRNA の増加が抑制された。この p53 標
的遺伝子 mRNA の増加抑制の機序を明らかに
するために、これらの遺伝子のプロモーター
領域への p53 結合をクロマチン免疫沈降法
（ChIP アッセイ）で調べたところ、プロモー
ター領域への p53 の結合は、53BP1 発現抑制
の有無にかかわらず、X 線照射後同程度に増
加した。一方、53BP1 は X 線照射前にも p21
プロモーター領域に結合していたが、その結
合量はX線照射後に変化することはなかった。
以上より 53BP1 は、X 線照射後プロモーター



領域に結合した p53 に起こる、何らかの修飾
を制御することで、p53 の転写活性化能を制
御している可能性が示唆された。 
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